
 
 

 

 

雑品倉庫 

～ 唐池学園創設 75 周年記念 ～ 
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社会福祉法人唐池学園協力会 

令和２年 7月発行 
ここにも亦、平和と敬虔と 

休みなき精進とがありはしないか 

 

社会福祉法人唐池学園の各施設の所在地等 

法人本部・児童養護施設 唐池学園 

所在地：〒252-1124 綾瀬市吉岡 2377-ロ 

電 話：0467-78-0012／0467-78-0514、ＦＡＸ：0467-76-3006 

施設認可年月日：昭和２４年４月１日、定員：４５名 

 グループホーム「ななの家」・「よんの家」定員：各 6 名 

 

児童養護施設 強羅暁の星園 

所在地：〒250-0408 足柄下郡箱根町強羅 1320-203 

電 話：0460-82-2853、ＦＡＸ：0460-87-7275 

施設認可年月日：昭和２２年６月１９日、定員：５０名 

 

乳児院 ドルカスベビーホーム 

所在地：〒252-1124 綾瀬市吉岡 2380-2 

電 話：0467-78-1054、ＦＡＸ：0467-70-3827 

施設認可年月日：昭和４４年４月１日、定員：２５名 

 

保育所 つぼみ保育園 

所在地：〒252-1107 綾瀬市深谷中 5-20-48 

電 話：0467-78-0641、ＦＡＸ：0467-79-2908 

施設認可年月日：昭和４２年５月１日、定員：１１０名 

 

保育所 吉岡保育園 

所在地：〒252-1124 綾瀬市吉岡 1980 

電 話：0467-78-4324、ＦＡＸ：0467-78-4365 

施設認可年月日：昭和５０年４月１日、定員：６０名 

 

障害者支援施設 貴志園 

所在地：〒252-1124 綾瀬市吉岡 2381-1 

電 話：0467-78-4178、ＦＡＸ：0467-79-5119 

施設認可年月日：昭和４９年９月１日 

定員：入所３０名 通所４０名、グループホーム設置 

総合支援法による、共同生活援助（グループホーム）、生活介護事業、就労継続 B 型事業、就労移行・定着支援事業、

放課後等デイサービス事業、相談支援事業、自立生活援助事業を行っています。 

また、綾瀬市から、基幹相談支援センター、委託相談支援の委託を受けています。 
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第 69号刊行に寄せて                 唐池学園協力会 会長 髙松 邦夫 

 新型コロナウイルス感染症のまん延が心配される中、今年も無事に本誌を発行することができまし

た。これもひとえに、協力会を支えてくださる会員の皆様を始め、地域の方々、法人の役員、職員の皆

様等のご協力のおかげだと思います。改めてお礼申しあげます。 

 さて、前回の第 68 号刊行のあとに、『雑品倉庫』という名前の由来や意味についてのお問い合わせ

が何件か寄せられました。倉庫の中に雑品が・・・、イメージすると少し誤解を招きかねない名前のよ

うですが、ちゃんとした意味を持っていて、その由来もあります。この場をお借りしてお伝えしようか

とも思いましたが、紙面も限られていますし、せっかくですので、過去に雑品倉庫の編集に携わってい

て、法人の歴史に見識の深い摩尼理事にこの役目をお願いしました。是非、1 ページ目をご覧いただけ

たらと思います。また、前回掲載して好評だった先代理事長の鶴飼正男先生がしたためた創設当初の

記事を今回も掲載しました（P16-17）。この文章から、先代の鶴飼正男先生が築き、現在の鶴飼一晴理

事長が引き継いだ福祉に対する思いの強さを感じざるを得ません。 

唐池学園は今年で創設 75 周年を迎えますが、長きにわたり職員にもこの意識が脈々と受け継がれ、

地域を始め多方面から信頼される礎になっているのだと感じました。 

最後に、この会報「雑品倉庫」を通じて、少しでも多くの方に唐池学園の福祉に対する思いが伝わる

ことを願い、巻頭のご挨拶とさせていただきます。 

「光らぬほたる」表紙の原画 

役員寄稿                                          

「雑品倉庫」についてなど 

ドルカスベビーホーム 施設長 摩尼 昌子 

法人唐池学園の広報誌の名前がなぜ「雑品倉庫」なのか、由来を書いてと依頼されました。 

命名したのは創設者である現理事長の父上鶴飼正男先生です。正男先生は第 2 次世界大戦では海軍

に召集されておられて、そこにあった倉庫がなんでも入れておける場所で、雑品倉庫とよばれていた

そうです。唐池の会報も散文でも詩でも漫画でも川柳でも俳句でもその他何でも自由に載せることが

できるようにとの思いで命名されたのです。正男先生は自由

闊達な方で人に対する差別観のない方でした。 

また、正男先生は文学青年でした。文を書かれることも文

学談義をすることも大好きで、豊富な知識でお話は面白く、

つきることがありませんでした。生涯に 2 冊の本を出版され、

私が小学生の頃に書かれた「むぎめし学園」は映画にもなり、

本とともにヒットしました。私は映画館で見た記憶がありま

す。もう 1 冊は「光らぬほたる」この表紙は土田邦彦さんと

いう社会事業大学出身の画伯が書いてくださり、ドルカスに

原画があります。話がそれてしまいました。 

雑品倉庫はこれまでに何回か途切れています。それも 10 年

単位で、です。1 冊を作るために時間をかけ、専念しなければ

ならない時間が必要なので、万年人手不足の児童養護施設で

は係を決めても一人で編集するのは時間が取れず無理なので

す。ドルカスを建て替えるため募金を目標として「雑品倉庫」

を復活させ、携わっていたときは、一人で７年くらい頑張りま

したが、施設が建ち上がりお金を集めるという目標がなくなったとき力が尽き、法人事務局に代わっ

ていただきました。が、事務局一人で関わったので続きませんでした。 

今回は広報委員会なるものが立ち上げられ、各施設代表の委員が携わることになったので、続ける

ことができているのだと思います。原稿は気楽な命名のせいか法人の職員が真面目なせいかきちんと

集まります。文を書くのが不得手で恥ずかしいような文でも、話がそれてしまっても、気にせず書ける

のが「雑品倉庫」のいいところです。原稿依頼された人は自分でテーマを決め、書きたいことを自由に

書くのが原則です。編集する側は誤字脱字チェック訂正くらいで中身については口出しせず、そのま

ま載せるのがお約束だと思っています。貴志園利用者の作品も唐池学園や強羅暁の星園の子どもの作

品も、職員も気楽に自分の思いなど発表したら皆様に読んでいただけるのではと思います。この文を

読んで安心して書いてくださる方があればそれはそれで嬉しいことです。自分の好きな分野で参加で

きるので発信したいことがあったら、積極的に手を挙げても良いのではないでしょうか。 

【紹介】映画『むぎめし学園』 

「二人の母」の金平軍之助の企画に

より、鶴飼正男の原作を「女といふ城 

マリの巻」の館岡謙之助が脚色、戦前

日活にいた森永健次郎が監督した。 

撮影は「蛇と鳩」の永塚一栄。 

音楽は「新東京行進曲」の木下忠司

が担当している。 

出演者は「蛇と鳩」の舟橋元、「女

ひとり大地を行く」の岸旗江俳優座

の東恵美子ほか。 

（1953 年制作／100 分／配給：東映） 
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シリーズ連載                                        

千鳥足の価値観 

                                  有 賀  唐 

 3 月はどこでも卒業式、卒園式の季節です。今年もまた当法人の保育園も行いました。 

 今年の卒園式は、新型コロナウイルスの影響を考慮しながら行いましたので、例年に比べ質素

感の漂う式となりました。 

 しかし、この文章が皆さまのお目に触れる頃、コロナウイルスがどうなっているか分かりませ

んが（終息しているといいのですが）、とりあえずのことは横に置き、いつも私の頭を悩ますのは

卒園式の祝辞です。 

 卒園児を前に祝辞を述べるのですが、内容のネタが毎年似たものになってしまう傾向がありま

す。というのも、卒園する 6 歳児の『物事を判断する理解度』をある程度考慮しながら言葉を選

ばなくてはならないからです。それと、子どもながらも卒園式という厳かな雰囲気の中で、それ

なりの緊張感が場を支配しているということもあり、内容が具体的な映像として園児の脳に浸み

ているのかを気にしなければならないからです。 

 このような場で難しい哲学的な話をするのは野暮なことですし、無意識のうちに聞く耳を閉じ

てしまうのは当然のことですから、どうしても中身が固定化してしまいます。本当はその年齢の

子にも解るように、『生きていくのに必要な個性とか感性』の話をかみ砕いて餞(はなむけ)の話と

したいのですが、なかなか難しいものです。大人を前にして話

す方がよほど楽なものです。 

 ですから、毎年ルーティンのように『夢』と『思いやり』の

話で終始してしまいます。じつに情けない、脳のない私です。 

 「皆さん、意外と子どもの前で難しい話をかみ砕いて易しく

論じるのは厄介ですよ。」 

 さて、話は変わりますが、唐池学園は今年の 10月で 75 周

年を迎えるに至りました。 

 これもひとえに、皆さま方のご支援とご協力の賜物と感謝しております。 

 唐池学園の良いところは、75 周年を迎えるからといって何か特別なことをしないところ？だと

思います。福祉の目的を見失わずに一生懸命やっていたら、知らないうちに長い時間が過ぎてい

たという感じです。ひょっとしたら 80 周年に気づかないといけないので、この雑品倉庫の表紙に

はささやかに記載してもらいました。 

 時代が移り変わっても、心に宿る魂はそのままに節目ふしめを通過してきた・・・、そしてこれ

からも自然に、通過していくのだと思います。 

シリーズ連載                                        

「野の花のこと（２５）」 『たかが名前のことだとはいえ』その２ 

                            吉岡保育園 前園長 大塚 哲朗 

 それにしても失礼な、また可哀そうな名前を付けられた代表格のヘクソカズ

ラ君に登場してもらいました。それでは本人はこんな名前を付けられてどう思

っているのか聴いてみましょう。「誰がこんな名前を付けたのか知らないけど、

ちょっとひどいよね。万葉集にも詠まれていて、その時はクソカズラとされてい

ました。これだって結構ひどいのに、あろうことかその後、頭に屁までつけられ

たのですから散々ですよ。そばを通っただけでも臭いという人がいるけど、実際

に通ったことのない人の思い込みですよ。名前からくるイメージって怖いなとつくづく思います。  

だから最近は開き直って、確かにちょっと嫌な臭いがするかもしれないけど、それは葉や茎をちぎっ

た時だけだし、それもこれも僕たちの生きる術（すべ）、茎や葉をかじる虫から身を守るためなんだっ

てことを強調することにしているのです。だったらなんで普段から臭いを出してないのかって？ 

そんな効率の悪いことはしないのさ、臭いを作るのだってエネルギーを使うのだから。 

ところで今困っていることがあるんだ。というのもこの臭いを嫌がらないど

ころか、自分の体にため込んでそれを武器にして身を守ろうとしている虫がい

るのさ、その名もヘクソカズラヒゲナガアブラムシというおっそろしく長い名

前の虫が、ご丁寧に身体も派手な色をしたりして、、、考えてみたらそれも彼に

とっては生きる術なんだろうね。 

さて臭（におい）の話はそれくらいにして、自慢の花の話も聞いてほしいな。花は白い筒状で上にフ

リルの付いたような白い花弁を広げその喉元は赤い腺毛（分泌物を出している毛）におおわれている

のさ。主にアリの侵入を防いでいるんだ。それにしてもこの紅白のコントラストはかわいいでしょう？ 

（サオトメバナとも呼ばれる所以もここにあるのですが残念ながら定着し

ていないのは本名の強烈なインパクトのせいでしょうね） 

 また、「鬼も十八、番茶も出ばな」と同じ意味で、「ヘクソカズラも花盛り」

という諺があるようだけど何だか喜んでいいのやら―――。 

ところで最後に実の方も紹介しておきましょう、地味だけど意外にかわ

いい茶色の丸い実です。つる草なのでよくリースの材料に使われるよ。またこの実には抗菌作用があ

って、昔は実をすりつぶしてワセリンやハンドクリームと混ぜ合わせ、しもやけ、ひび，あかぎれに使

っていたらしいよ」 大体彼の言いたいことや思っていることは語られたようですね、その言葉には、

名付けられたことへの恨みつらみというよりも、ひたすら明るく前向きな冷静さが感じられ、ヘクソ

カズラ君のイメージもちょっと変わったのではありませんか？今年の夏、街なかの空き地やフェンス

にこのヘクソカズラ君を見つけたら、そのかわいい花をじっくり眺め、臭いを嗅いでみてください。 

あなたはきっとそんな名前を付けられた彼に心から同情することでしょう。 
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お手紙掲載 

いつも唐池学園にご寄附をくださる福岡様からいただいたお手紙を 

「心に止めおきたいこと」と題して紹介します。 

 

御手紙有難うございます。 

みなさんが喜んでくださって私も嬉しく思います。 

 「ありがとう」と云う感謝のお言葉を戴きましたが、これは私が御受けする言葉ではありません。 

総て神様が唐池の子供達にあげなさいとおっしゃったから、お送りしているのです。ですから御礼は

神様に申し上げてください。なんだか嫌味な云い分かも知れませんが、私もみなさんに喜んでもらい

たいという気持ちはもっています。 

 神様や仏様が本当にいらっしゃるかどうか、誰も見た人はいない筈です。私も断言することは出来

ません。宗教について勉強したわけでもないし、修行を積んだわけでもありません。いつも天のことを

考えているわけでもありません。 

 唯、或る日、ボサッと歩いていた時、突然耳元に声が聞こえてきて、私はそれが神様のお声だと思い

（どうしてそう思ったのかもわかりません）、思わず地面に手をついて頭を下げたのです。その後、神

様が私に話しかけて下さった事は一回もありません。 

 みんなは何かの錯覚だと云って笑いますが、私はその時感じたのです。私が 1 歳の時に死んだ父親、

女手一つで育ててくれた母親、そして神様が、みんながじっと私を見ているんだな、と思いました。 

 淋しい時、悲しい時、苦しい時、死にたいと思ったことも何度かありましたが、神様が、両親が何も

してくれなくても（そんな事はないのですが）、唯じっと見守ってくれていると思うだけで心が安らか

になります。一人ボッチじゃないんだなと思うのです。そうして、又、いつの日か、会ってお話ができ

るんだな、と思います。 

 みなさんに色々と御送りしたいのですが、神様がお金を預けて下さらないと思う様に出来ません。

これからも努力はします。でも、私が一番望む事は、神様が御自分の存在をみなさんに教えて下さる事

です。知ろうとする努力は必要ですが、知る、感じる、これは恵みだと思います。 

 みなさんが強く、何ものも怖れない、そして正しく。「しあわせ」とは何か理解出来る人物になって

欲しいと思います。みんながあなた方を見守っています。神様もじっとあなた方を見守っておられる

筈です。そして、僭越ですが、私もその御仲間に入れて戴けたらと思っています。 

 私は今、八十七才です。ボケ老人がたわ言を云っているとお思

いでしょうが、考えてみて下さい。どうか元気で頑張って下さい。 

 最後に…、或る日、突然、神様からお声が掛かった御言葉は、

「私だ。私はいるんだよ。」と云う一言だけでした。あとにも先

にも、この一言だけで、その後何のお声もかけては下さりません。

でも私は、しあわせに暮らしています。 

職員寄稿                                          

「ドルカスから貴志園に移って…」 

コぺルタ貴志園 生活支援員 渡辺 申 

平成 31 年度 4 月に 8 年間勤務させていただいたドルカスベビーホームから貴志園に異動しまし

た。ドルカスベビーホームと貴志園はお隣同士ですが、『障害をお持ちの方が生活しているところ』

というくらい、ぼんやりとしか分かっていませんでした。 

異動して、一番の変化は、やはり担当する利用者です。これまで 0～2 歳の子どもを担当していた

のが、今は 19～48 歳までの方を担当させてもらっています。以前ドルカスで担当していた 4、5 歳

の女の子と、現担当の 40 代の利用者が偶然会って、言葉を交わした時は、なんとも不思議な、そし

て嬉しい気持ちになったことを記憶しております。 

この 1 年で感じたことは、保育と障害福祉、乳児と成人、根幹にある大事な部分は一緒なのかも、

ということです。子どもも、大人も、障害があっても、なくても、人は愛らしい存在なんだなと、実

感させていただいた、そんな 1 年になりました。また、私自身、精神的に苦しい時期でもあったの

で、利用者の優しさ、愛らしさに随分、救われました。 

私が所属する日中支援課は、利用者の日中活動（お仕

事）の支援をしています。平たく言うと、利用者と一緒

に働き、利用者がやりがいを持って、安全に仕事ができ

るようサポートしています。生活を支援する乳児院等、

入所系のサービスとは、また違ったやりがいを感じてい

ます。日中の通所部分においては、持久力よりも瞬発力

が求められ、これまでと違う部分の筋肉を使っている印

象です。 

また、措置と、契約の違いも感じています。利用者が来てくれるから、私たちはお給料を頂ける。

もちろん、お金が全てではなく、福祉にはもっとハートフルな部分があると思っておりますが、「利

用者が選んでくれるには…毎日通ってくれるには…」そんなことが頭の片隅をよぎりながら、日々の

支援をしているところです。 

貴志園では、利用者について考えるとき、目の前で起こっている事象だけではなく、生育歴、家族

関係など、その人を形作ってきたあらゆる事と、その背景を見ることを大切にしています。これは、

ドルカスでも同様に、大切にしていたことです。唐池学園という法人全てに言えることなのかもしれ

ません。 

昨年度、6 月に唐池、ドルカスの子どもたちをお誘いし、貴志園の畑でジャガイモ掘りをしまし

た。子どもが好きな貴志園の利用者にも声を掛け、参加してもらいました。青空の下、良い顔でジャ

ガイモ掘りを楽しんでくれたようです。今後も、貴志園の資源を活かして、法人の利用者、子どもた

ちの交流の場を設けられたらと思っております。 
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施設の紹介 ～児童養護施設 唐池学園～                            

「唐池祭～感謝の気持ちをこめて～」 

                              児童指導員 川 崎  優 

昨年 10 月に開催した第 46 回唐池祭実行委員長を務めさせていただきました。 

2017年、2018年の唐池祭は中止だったため、3 年ぶりの唐池祭でしたが、終わってみれば大盛

況で、安堵したのを良く覚えています。 

当時の私は実行委員長という大役に加え、3 年越しの唐池祭

を成功させなければならないことへの大きなプレッシャーを抱

えていました。しかしそこはベテラン職員の多い唐池学園。 

実行委員の集まりでは、私が黙っていても企画案が湯水のよう

に湧き出てきて…それは冗談としても、私がみんなを引っ張り

つつ、多くの方から助言をいただき、より良い唐池祭にするた

めにはどうしたらよいか、みんなで考えることができました。

また、準備を進める中で、同じ法人の方々、里親関係の方や福祉施設の方々、日頃からお世話になっ

ている地域の方々、卒園生、そして唐池学園の子どもたち…多くの方の協力のおかげで唐池祭が成り

立っているのだと改めて実感することができました。当日は雨の予報でしたが、雨に降られることも

なく皆様をお招きすることができ、少しでも恩返しができたのではないかと思っています。 

私は今年も総務として実行委員を務める予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で、残念ながら

中止となってしまいました。来年の開催を信じて、その時にはまたご協力頂ければ幸いです。 

改めまして、唐池祭が大盛況に終われたことは、皆様のご協力のおかげと思っております。この場

をお借りして感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお

願い致します。 

就職して 1 年たちました・・・ 

★これから 2 年目に入りますが、まだまだ慣れないことだらけで毎日が凄まじい速さで過ぎていき  

ます。慌ただしさの中でも、子どもとの 1 日 1 日を丁寧に、大切に過ごしていきたいと思います。 

また、亀の歩みではありますが、経験を積み重ねて成長していきたいと思います。 

…と、ここまで堅苦しいことをお話ししましたが、適度に息抜きをしながら楽しく働こうと思い   

ます！！（千葉 郁佳） 

★私が唐池学園に入職して１年が経ちます。子ども達と生活を送る中で、時には衝突し、自分自身の  

気持ちも大きく揺れる経験をしました。子どもとの関係作りの難しさや仕事のやりがい、大変さを  

実感している所です。私が１年間働き、自身の事も振り返る中で、学園生活は子どもたちにとって  

かけがえのない日々であり、その中で一緒に生活を送っている事を忘れずにいようと感じました。  

一時一時を大切にし、自分が子ども達に出来る事は何なのかを考えながら、また１年頑張りたいと  

思います。（三浦 菜千夏） 

施設の紹介 ～児童養護施設 強羅暁の星園～                          

「～明るい暁の星園を目指す意味～」 

統括主任 梶田 寛人 

 世間はコロナウィルスの脅威に怯え、外出すら制限される事態に陥り「コロナ疲れ」や「コロナう

つ」など騒がれていますね。強羅暁の星園では、普段学校やアルバイトでなかなか顔を合わすことが

少ない、元気な子ども達や職員達が園内で過ごしているため「コロナハッスル」状態。新たな職員や

子ども達も加わり『明るい暁の星園』にはもう、ブレーキがかかりません！ 

 どんな家庭でも子どもにとっては、家族み

んなで仲良く笑っている時間ほど、安心で安

全を感じることはないですよね。強羅暁の星

園もそんな環境を職員間でいつも心がけ、大

変な思いをして施設にきた子ども達と、１分

でも 1 秒でも共に笑い合えたら最高！と

日々、職員達は笑いを絶やさず生活支援して

います。「笑う門には福来る！」 

「笑い」は医学的にも免疫力を上げる効果や血圧

を下げる効果、痛みを和らげる効果などが認めら

れており、施設で暮らす子ども達には欠かすこと

のできない万能薬です。 

この「笑い」の力で今年も暁の星園は、神奈川

県の児童福祉施設野球大会では 3 年連続優勝！女

子ソフトボールも初出場で第３位など目覚ましい

成長を遂げているわけです。故に・・ふざけてい

るわけではありません。仕事💛 

○令和元年度採用職員のコメント 

大きな期待を抱いて入職した 4 月から 1 年が経ちました。想像以上に充実した日々

と、ふがいない自分へ対する悔しさで、あっという間に時が過ぎました。これからも

子ども達と一緒に成長していけるよう、楽しみ尽くします！（金川） 

 

 入職して半年くらいはわからないことや不安ばかりでとても辛かったのですが、温

かく親切にしてくださる職員の方々やかわいい子ども達に支えられ、何とか 1 年を乗

り越えることができました。2 年目も初心を忘れず、子どもにとって安心できる存在

になりたいです。（小杉） 
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施設の紹介 ～乳児院ドルカスベビーホーム①～                        

「5年間ドルカスに勤めて～Hくんとの出会いで気付いたこと～」 

児童指導員 菅原 由希 

 今年でドルカスに勤めて 5 年目になります。 

社会人 4 年目でドルカスにやってきましたが、小さい子どもとかかわるのは初めての経験で、入職

当初は、抱っこの仕方もオムツの替え方もわからない状態でした。 

わからないことだらけで不安になることが多い日々の中、２年ほど経ち、H くんと出会いました。 

H くんは 2 歳でドルカスにやってきました。最初は目も合わず、訴えも泣く以外の表現方法がなく、

なかなか H くんの想いをくみ取ってあげることが出来ませんでした。この子の想いをどのようにくみ

取って受け止めてあげられるか悩む日々でしたが、次第に H くんは泣く以外にも抱っこをして欲しい

時に追いかけて手を広げるなど、他の表現方法で訴えてくれるようになりました。そんな H くんの姿

を見ていて、「この子も不安の中、必死に成長しているのに私が頑張らなくてどうするのだ」と思うよ

うになりました。その後 H くんは小規模グループに移り、ますます成長していきました。その後、H

くんは退所していきましたが、現在でも時々会いに行くと元気な姿を見せてくれます。 

 H くんとの出会いを通して、自分が子どもを育てているのではなく、自分が子どもに育てられてい

るなと実感しました。今後も H くんから学んだことを忘れずに、日々仕事に励んでいきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひこばえでは、日々忙しい里親さんと、 

クリスマスパーティー用のお料理を作り

ました。講師は、ドルカスベビーホームの

栄養士です。 

かわいく仕上がり、しかも市販のものに 

ほんの少しの工夫なので、子どもと一緒に

作れそうと喜んでいただけました。 

子どもの話で盛り上がりながら、楽しい 

時間を過ごしました。 

施設の紹介 ～乳児院ドルカスベビーホーム②～                         

 

“ドルカスベビーホームに就職して 1 年経ちました♪“の 4 人の言葉 

✿ 保育士 石川 友美 

振り返るとあっという間の一年でしたが、多くのことを学ぶことができた一年となりました。養育な

らではの大変さ、楽しさ、やりがいも知ることができました。これからも先輩方に学ばせてもらいな

がら、子どもたちと 1 日 1 日を大切に、楽しく過ごしていきたいと思います。 

✿ 保育士 井上 望美  

2 年目に入り、仕事にも慣れて毎日可愛い子どもたちに癒され楽しく仕事しています。これからもた

くさん学んで成長できればと思っています。 

✿ 栄養士 廣幡 多恵 

ドルカスに来て 1 年、色々な気付きがありました。同期で入所した乳児がいつの間にか歩いている姿

を見て子どもの 1 年間の成長の早さを実感しています。顧みて自分自身はあまり成長していないよう

な気がしますが、今後も努力していこうと思います。 

✿ 栄養士 本橋 優子 

初めての職場で失敗ばかりしてしまい、落ち込む日々でしたが、一生懸命作ったものを子ども達に完

食してもらえるととても嬉しいことを感じることができました。2 年目はもう少し心の余裕を持てる

ようにしたいです。 

 

 

里親センターひこばえ  「こんな活動もしています～調理実習編～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里親センターひこばえ ☎046-205-6092  

開所日：月・水・金・土 10時～16時 
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施設の紹介 ～つぼみ保育園～                               

「長野県から来ました。」 

園長 藤岡 陽子 

 神奈川県に住んで 5 年目。雪かきのない冬に驚き、舞うほどの雪でお休みされる子がいることに驚

き、秋でも冬でも洗濯物が外に干してあることに驚き、驚きの連続です。 

海とみかんのある所に憧れていましたが、石橋をたたいて渡るのではなく石橋をたたき壊していた

自分が、まさかこの年齢で突然神奈川県に住むことになるとは思ってもいませんでした。 

友だちがいない生活がこんなにも辛いとは思ってもいませんでした。 

何気ない会話や時間が生活に安定をもたらすのだと感じて

います。年に数回、友だちや親せきに会うことも大きな楽し

みとリフレッシュになります。 

神奈川県で出会った方々と話すことも喜びです。ここに来

なければ出会わなかったご縁です。 

海のもの、山のもの、（長野県から来たので山のものです。）

誰だかわからない大人が突然来たことに皆さんは戸惑い違和

感もあることと思います。 

新しいことを知り、自分の普通や常識とは違う普通や常識を知り、驚きや戸惑いの連続です。長く保

育園で働いてきて、行事は同じでも内容は違います。 

つぼみ保育園で３年目、ここでの普通がなかなか身につきません。子どものように素直な心で覚え

ていければいいのですが、経験年数が役に立ちません。歴史ある地域に愛されているつぼみ保育園、伝

承文化を伝え様々な経験の中で心身ともに成長を促すつぼみ保育園、長野での保育園と似ています。 

つぼみ保育園の子どもたちは、挨拶や返事が良くできて輝く笑顔で話しかけてくれます。 

つぼみ保育園の子どもたちは素直な子どもたちです。 

難しい話もこちらが考えて一生懸命に伝えたいと思いながら話すと、しっかり聞いてくれます。 

子どもの成長、子どもの力はすごいといつも感じます。 

子どもの笑顔に何度も救われています。評価はされなくても数

年に１～２回、思いがけない大きな幸せ、ご褒美が舞い降ります。 

福祉の、保育園ならではの喜びだと思います。 

奥の深い仕事です。いくつになっても学ばせていただけます。 

心配してくれる方、優しい言葉をかけてくださる方、支えてくだ

さる方、たくさんの方々に支えていただき今があります。 

育ての親も生みの親も他界していますが、自分を心配してくれる人がいることに感謝です。 

ありがたいです。 

 吉岡保育園では、一年間を通して、自然との関わりを深めながら遊びを楽しんでいます。 

春は綿花の種まき・ダンゴムシの飼育、夏は泥団子作りやカブトムシの飼育、秋には様々などん

ぐりを拾い集めて種類を調べたり、台風が過ぎ去った後、園庭に落ちている木枝を使って基地づく

りをしました。冬にはサツマイモのつるを使ったリース作りも楽しみました。 

なかでも飼育していたカブトムシの幼虫の姿が変化してきたときの子どもたちの驚いた顔が印象

的です。年長児が図鑑で調べていると、3・4 歳児も集まり、みんなでページをめくる姿も見られた

り、自然との関わり方を通しての遊びも異年齢保育の中で受け継がれていくことを期待しながら楽

しんでいます。 

「一年を振り返って」    保育士 高田 あゆみ 

 実りの多い一年でありながらも、あっという間に時が過ぎ

てしまったように感じます。家庭と育児・仕事を両立すること

の大変さを日々痛感しながらも、職場の先生方に支えられ、そ

して何よりも子どもたちのパワーに助けられ乗り切ることが

できました。これからも自分らしく全力で保育の仕事を楽し

みたいです。 

「 年目を終えて」  保育士 中台 千琴 

 社会人になってちょうど 1 年が経ち、あ

っと言う間の 1 年間だったと感じていま

す。初めのうちは分からないことだらけで

自分自身に余裕が無く、それが子どもにも

伝わってしまい毎日反省だらけの日々でし

た。1 年を通して先輩方にたくさんのアド

バイスをしていただき、やっと自分らしい

子どもとの関わり方を見つけてきたような

気がします。 

 年目はその関わり方を更に追求し、1年

目の反省を生かして頑張っていきたいで

す。 

「1 年を振り返って」     保育士 丸岡 夢 

 社会人になり、夢だった保育士になりました。右も左も分か

らず反省の毎日でした。しかし、目の前で子どもたちが成長し

ていく姿を見て感動する 1 年でもありました。 

２年目はこの感動と、この１年で反省してきたことを無駄に

しないよう、自分らしく頑張ります。 

施設の紹介 ～吉岡保育園～                                 

「自然との関わりについて」 

                              保育士 川上 里香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           

 

                     

   園庭をリニューアルしました！！ 

 

 

 

 

～就職して 1年が経ちました。3人の言葉～ 

園庭の名前は、 

子どもたちと名前を考えて 

「どんぐりの丘」に決まりました。 
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施設の紹介 ～障害者支援施設 貴志園①～  

「利用者と共に」 

カビーナ貴志園 小山 信 

 貴志園は生活を支援するカビーナ貴志園（入所施設）とマーレ貴志園（グループホーム）、作業を支

援するコペルタ貴志園（通所事業所）、相談支援をするゆいまーる（相談支援事業所）、児童を支援する

にじいろ（放課後児童デイサービス）といった事業所からなる複合施設です。 

 私が所属するのはカビーナ貴志園で、30 名の知的障害のある人たちが一つ屋根の下で施設生活を送

っています。利用者は一人一人様々な理由から貴志園に入所していますが、ここで様々な経験や練習

を積み重ねることで社会の一員として地域の中で自分らしい生活を送っていく為の力が身につけられ

るように、私たちは日々支援を行っています。 

カビーナ貴志園で特徴的だと私が感じた事の一つが、貴志園全体にも言えることですが、利用者主

体であるために、利用者にとってのわかりやすさを大事にしているということです。 

一例をあげると、職員室に隣接された執務室という

利用者対応の窓口的役割を持った部屋の壁には、所狭

しと利用者向けのお知らせが掲示されています。職員

の勤務や食事の献立、イベントや会議の予定、お風呂

の順番、利用者の自治会で決められたルール等々。初

めて執務室を見た時には掲示物の多さ、情報量の多さ

に正直なところ驚かされましたが、利用者にとって生

活を送っていく上で大事な情報が目で見てわかる様にと工夫されていることに改めて気づかされます。

言葉で説明することももちろん大事ですが、視覚的な情報の方が理解しやすい方もいますので、こう

いった掲示物も活用しながら利用者一人一人に必要な情報が届けられるような配慮を意識する文化の

あるところが特徴的だと感じています。 

生活を送る上で目には見えない、分かりにくいものを代表するものとして『人の気持ち』、『社会のル

ール（集団生活のルール）』が挙げられますが、障害の有無に限らず私たちが社会の中で生活していく

上で理解することの必要な要素ではないかと思います。カビーナ貴志園では 30 名の利用者が一つの

建物の中で共同生活をしていますので、ちょっとした社会が形成されています。その中では様々な人

間関係もありますし、利害関係も生じやすい環境ともなっている為、対人トラブルもつきものです。そ

んなトラブルが起きた時には、私たちは多くの場合“面談”を行い利用者それぞれが自身の行動や相手

の気持ちを振り返っていく過程を通して目には見えない『人の気持ち』、『社会のルール（集団生活のル

ール）』を理解することができるように支援しています。私が貴志園に入職して一番特徴的だと感じた

のが、この“面談”です。 

様々な場面で、且つ様々な形態で利用者と“面談”が行われ、ちょっとしたトラブルなどがあれば利用

者もすぐに「面談しよう」と口にするほど“面談”は日常的なものとなっています。 

施設の紹介 ～障害者支援施設 貴志園②～                          

 

面談を行うということは、利用者が自身や他者を理解するとい

う契機になるだけではなく、職員が利用者を理解する意味でもと

ても大事な契機になっていると感じています。入所施設の建物内

には相談室が二か所ありますが、それは将に “面談”を通して利用

者と職員が相互理解を深め、そこから利用者が社会の一員として

地域の中で自立して生活できるように支援していくことを目的

にしている貴志園の理念の象徴のように感じています。 

貴志園では利用者自身でできることは自分たちで行うことも大事にしています。 

カビーナ貴志園では当番を決めて食堂の掃除や資源ごみの分別等利用者に行ってもらっていますが、

自発的にごみ箱がいっぱいになったらごみ袋をまとめてくれる人や自分のスペースだけではなく共用

部も掃除をしてくれる人、公用車の洗車をしてくれる人、敷地内の草むしりをしてくれる人などがい

ることに驚かされます。そのような文化が利用者に根付いていることも貴志園の特徴の一つだと感じ

ています。誰に言われたからでもなく、「みんな

の為に」と率先して取り組んでいる姿はとても

印象的で、見習わなくてはとハッとさせられる

瞬間です。 

また、貴志園には自前の厨房で作った食事を

利用者（入所、グループホーム、通所等）や職員に提供していますが、通所事業所であるコペルタ貴志

園の作業の一環として数名の利用者が職員と一緒になって厨房で働いています。利用者は盛り付けや

調理、洗い物等それぞれの役割のある中で自発的に生き生き

と働いている姿がとても印象的です。貴志園にある蕎麦屋の

『一服館』、パン屋の『グランドール』などのような地域住民

に向けた店舗を営業している福祉事業所はしばしば目にしま

すが、施設で利用者に提供している食事を利用者自身が作る

という事業所は非常に珍しく、利用者の力が発揮できるよう

に支援（エンパワメント）していくという貴志園の理念の一つ

の表れだと感じています。 

 貴志園は今年度で開設 46 年となります。 

一つ一つの支援の積み重ねで利用者が社会の中で生き生きと生活していけるように、貴志園が長年

培ってきた文化を理解し自身もそれに則った支援が行えるよう、日々研鑽と振り返りを行い一専門職

としての職務を果たせるよう努力してきたいと思います。 
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令和２年度 新任職員紹介                      

 

所 属 氏 名 趣味・特技 抱 負 

唐池学園 

山下  直之 スノーボード 持ち味である笑顔で周りを明るくさせたいです。 

本間  ありさ 
北京ダックを綺麗に 

速く巻くこと 
初心を忘れず、毎日笑顔で楽しく過ごしたいです。 

堀口  奈津子 バスケットボール 笑顔をたくさん増やせるようにがんばります。 

田村  舞奈 スノーボード 笑顔になる食事を作りたいです。 

強羅暁の星園 

田多 竜誠 バイク 子どもも大人も健康第一！ 

西尾 知華 
バドミントン，ゲーム， 

モーニング娘。’20 

戸惑うことも多々ありますが、笑顔と根性で日々を過

ごし、学んでいきたいです。 

勝又 偲帆 体を動かすこと 
子ども達に負けないように、パワフルに活動していき

たいです。 

堀之内 利美奈 
特技：何事にも全力で 

取り組む 

子ども達と様々なことを経験し、全力で楽しみ悩みな

がら、私自身も成長していきたいです。 

住友 涼風 
絵を描くこと 

ダンスすること 

子どもと沢山全力で遊び、自分にできることから１つ

ずつ頑張っていきます。 

橘 くるみ 
特技：フォークリフト 

運転できます。 

・１人１人との時間を大切にしていきたいです。 

・子ども自身が「自分の良い所、好きな所」に気が付

けるように生活していきたいです。 

田口 紗也佳 映画鑑賞 
子ども達と共に、楽しい時間を沢山共有していきたい

です。 

財原 綾 バドミントン、読書 皆が笑顔になれる様にお役に立てたらと思います。 

小野寺 留美 お菓子作り 子ども達がホッとする存在になりたいです。 

ドルカス 

ベビーホーム 

石井 千佳子 旅行 楽しく、赤ちゃんの成長にじっくりかかわりたい。 

関野 智子 
音楽を聴くこと・映画を

見ること 

早く仕事を覚え、子どもの気持ちに寄り添えるよう頑

張ります!! 

中野 朋香 

歌うことと食べること

が好きです 

元気いっぱいで明るい職員の方々に囲まれて笑顔で

生活している子どもたちを見て、とても幸せそうだと

感じました。これからは一職員として、子どもたちの

笑顔をたくさん作れるよう、頑張りたいです。 

古屋 安理 映画鑑賞 日々努力を忘れずに、精一杯頑張ります。 

つぼみ保育園 横溝 みゆき ライブ、キャンプ 子ども達が笑顔になる給食作りをしていきたい。 

吉岡保育園 
村井 奈々 ソフトテニス 子どもたちと沢山遊び、笑顔で頑張っていきます。 

加藤 麻里香 お菓子作り、食べること 子どもとごはんの話で盛り上がりたいです。 

貴志園 石川 由美子 

温泉旅行、スポーツ観戦

時間が出来たら、沖縄の

離島にも行きたいです。 

利用者さんと関わる上では、ほっと一息できる存在に

なれるよう、心と体の健康とバランスを保ち、笑顔で

支援にあたるよう努めたいと思います。 
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施設の紹介 ～障害者支援施設 貴志園③～                          

 

平成 31 年度採用職員のコメント 

「一年を振り返って」  正田 史（生活支援員） 

入職して一年、ご利用者・家族の皆さま、職員の皆さまの温かい励ましと声掛けをいただ 

き、二度目の 4 月を迎えることができました。初めての直接支援・個別支援・夜勤など、一 

から勉強させていただくことばかりで、あっという間の一年でした。 

これからも初心を忘れず、利用者の皆様の地域生活がより豊かなものになるよう努力した 

 いと思います。 

 

「利用者の求めている事とは」  竹内 奏人（生活支援員） 

生活支援課(入所施設)では障害のある方の生活全般の支援、困りごとの相談等を職員がチ 

 ームとして協力しあって行っています。 

集団生活という場面で利用者の皆さんにはそれぞれ求めている事があり、自分で表現でき 

る人と出来ない人がいることを理解しました。利用者一人一人が楽しいと思う事も辛いと感 

じることも違い、その対応に悩むことがたくさんありました。しかし先輩職員の支援の仕方 

や対応を見て、またアドバイスを頂き、まずは利用者と一緒に考えることが大切であると学 

びました。利用者がどうしたいのか楽しい事も辛い事も一緒に考え、利用者と職員が対等に 

一緒によりよく生活していけるよう考えられたらと思っています。 

2 年目はもっと積極的に、大胆に、支援の為動くことを目標に頑張ります。 

 

「一年を振り返って」  鳴海 藍（厨房職員） 

  厨房の職員として先輩職員や利用者さんたちと一緒に働いた一年はあっという間に過ぎま 

したが、まだまだ覚えることは沢山あります。 

これからもこの厨房のチームの一員として、様々な経験から学び、そして楽しみながら頑 

張って仕事をしていきたいと思います。 

 

 

 新めくじりホームの紹介 

 長年使用していましたグループホームの  

めくじりホームですが、吉岡保育園の近くへ 

移転しました。 

令和 2 年 4 月 1 日に「新めくじりホーム」と

いう名称で開所しています。 新めくじりホーム外観
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バックナンバー紹介① ～雑品倉庫№２４（１９７０年４月発行）より～             

「ミスランビー頌」                    前理事長 故 鶴飼 正男 先生 

一、 出会い  

終戦直後、私が戦災孤児や浮浪児の養育事業を始めた頃、ミスランビーは米国赤十字のボランテ

ィヤとして、横浜に駐留し、現在の伊勢崎町通りのフジヤの四階に勤務しておられました。 

一番最初にお目にかかったのは聖心愛子会の本部でした。 

阿麻色の髪の毛、澄んだ瞳、美しい笑顔、やさしい物腰、それと知的な

顔のしまりとが第一印象でした（右の絵画はミスランビーの肖像画）。 

勤務上の立場を利用されてか、夥しい食料を子供らのために持って来

て下さいました。昭和二十一年五月の端境期に当時既に三十人近くもい

た園児達に配給する食料がなくなった日 ～ 霧の深い夜でした ～ 大型

トラック二台分の食品の寄付は忘れ難いものでした。 

それよりも私が一番、ミスランビーに感謝している事は、彼女が一番

初めに、他人の子供の世話とはこうするものですよと私に見せて下さった事でした。 

当時の日本人の ～ 今でも一部は ～ 、孤児への衣類の寄付と言えば、使えなくなったものを、 

きれいに洗濯して、つくろう所があれば丹念に糸を通して下さる、というのが望み得る最高の好意

でした。所が彼女は洋服屋をつれて来て、園児一人々々にサイズを量って誂えて洋服を作って、下さ

ったのです。あの時分に、あの町の浮浪児達に。 

私はミスランビーのその行為から酬われる事を何一つ期待しない、徹底した善意 ～ 愛 ～ が 

実在することを目の当たりに見せられ、教わったのです。そして、いつの日か自分もそういう事が出

来るようになりたいと願ったのです。 

二、再会 

 それから十八年後、私は彼女と再会しました。デトロイトの空港でした。 

 第十二回国際社会事業会議がアテネであってその帰途米国を通ることになったので、一日日程を割

いて、ランビーさんにお会いしたのでした。シカゴのホテルから電話をかけたとき、久しぶりに聞くラ

ンビーさんの声は明るさに溢れていました。 

 詳細は紀行文の方にゆずりますが、ランビーさんとつき合った人々凡てがそう感ずるに相違ないよ

うに、この人と再会したとたんにその会わなかった長い時間が突然消えて了うのです。昨日と全く同

じような温かさが心の中に流れ出します。「善き人」だけが持つ国際性でしょう。 

 バーミンガムという美しい静かな町での一日の接待は忘れ難いものでした。 

三、招待 

 今度の新園舎に客間を作ったのは、ランビーさんを招いて泊まってもらいたかったからでした。 

 その夢が適えられて実際に一週間も泊って頂けたのは私の人生のハイライトの一駒でした。 

 終戦直後ランビーさんと一緒に働いていた何人かの絵描きの人に会いたいというお手紙が来日前に 

バックナンバー紹介②                                    

あったので、その人を探して貰うように新聞に依頼しました。 

 驚いたことに紙面に出たその日の午後には一人にも連絡が取れました。 

 寺岡さんという方でしたが、はじめて会話を交わすのにランビーさんと再会出来るよろこびが電話

口でびんびん響いていました。ランビーさんの人柄がお互いに知らぬ人間同志をすぐに仲間にさせる

力を持っていたのでしょう。 

 もう一つおどろいたのは、あの頃彼女の恩顧を受けた当時の子供らが成人して立派になって集った

ことでした。彼女が会いたがっていた人達に殆んど再会できたのでした。 

 中には二十年間全く音信不通の者もいたのです。パーティがささやかに始められました。虚栄も嫉

妬もまるでない、なつかしさと感謝と笑いとが美しくとけ合った素晴らしいパーティでした。 

 金力、権力、能力に乏しくとも善き人の人徳のもつ影響力の微妙さに心打たれました。 

 運命がこういう形で私の年来の願いを適えてくれたことに感謝しました。 

四、旅行 

 京都と奈良へ一泊二日の小旅行をしました。私と二人の息子と霜島という女子職員とランビーさん

の五人です。 

宿は琵琶湖畔のホテルでした。 

どこへ行っても人混みの凄まじさとその動きのせわしなさとに驚いておられました。 

 奈良公園で鹿が人の群れの中に平気で遊ぶ姿に深い感銘を受けたようすで、日本の民衆が如何に心

の温かい平和を好むかのいい例だと思うと何度も言われました。 

五、帰去来 

 彼女を乗せた日航機がソウルに向けてとび立ち、うすもやの空の中に機影が見えなくなった時、  

私の心の中からも何かが飛んでゆきました。 

終戦直後からの私の仕事の夢は一応これで終わったという感じでした。 

 私の心の中での一つの旅程が終わったのです。私は無性に一人になりたくなりました。 

友人や子供らとも別れ、一人で新幹線にのり、周囲の人のいない窓辺の席で、長い間静かに涙を流し

ていました。 

 

前号に引き続き、前理事長の故鶴飼正男先生が、50 年ほど前に寄稿した唐池学園の創設当初のことを書

いた記事を見つけましたので、紹介させていただきました。 

なお、今回も前回と同様に原文そのままに掲載させていただいております。 

ミスランビーのお名前の敬称の “頌” の意味が分からなかったので、調べてみました。 

辞書によると「人の徳や物の美などをほめたたえること。また、ほめたたえた言葉や詩

文。」という意味でした。正男先生の文章からも、ミスランビーがとても素敵な方だったこ

とがうかがえますね。（編集委員庶務：勝俣） 
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  令和１（平成 31）年度決算報告（法人単位貸借対照表）       

 

令和２年 3 月 31 日現在                             （単位：円） 

 
 

※その他の詳細は、ホームページ（URL：https://www.houjin-karaike-g.org/情報公開/）をご覧ください。 

科  目 当年度末 科  目 当年度末

流動資産 391,817,920 流動負債 86,319,807

　現金預金 265,366,771 　事業未払金 59,586,285

　　現金 657,418 　　事業未払金 59,586,285

　　普通預金 264,709,353 　１年以内返済予定設備資金借入金 23,402,000

　事業未収金 106,072,446 　１年以内返済予定リース債務 806,520

　　事業未収金 106,072,446 　未払費用 0

　未収補助金 5,101,297 　預り金 28,220

　原材料 412,018 　職員預り金 2,473,361

　　グランドール事業原材料 300,305 　仮受金 23,421

　　一服館事業原材料 41,643 　　仮受金 23,421

　　お弁当工房事業原材料 70,070 固定負債 353,862,210

　立替金 8,223,746 　設備資金借入金 201,544,000

　　立替金 8,223,746 　リース債務 3,091,660

　前払金 2,572,120 　退職給付引当金 149,226,550

　　前払金 2,572,120 　　退職給付引当金 149,226,550

　前払費用 3,478,627 負債の部合計 440,182,017

　仮払金 590,895

　　仮払金 590,895 基本金 618,305,701

固定資産 2,383,895,362 　基本金 618,305,701

基本財産 1,246,348,632 国庫補助金等特別積立金 593,938,133

　土地 336,043,225 　国庫補助金等特別積立金 593,938,133

　建物 910,305,407 　　国庫補助金等特別積立金（整備時分） 551,486,378

その他の固定資産 1,137,546,730 　　国庫補助金等特別積立金（償還補助分） 42,451,755

　土地 22,232,200 その他の積立金 762,654,254

　建物 120,839,294 　人件費積立金 290,700,000

　構築物 21,684,831 　工賃変動積立金 1,000,000

　機械及び装置 6,019,646 　施設整備等積立金 406,654,254

　車輌運搬具 18,701,446 　保育所人件費積立金 28,000,000

　器具及び備品 25,373,238 　保育所施設整備積立金 36,300,000

　建設仮勘定 0 次期繰越活動増減差額 360,633,177

　有形リース資産 3,898,180 　次期繰越活動増減差額 360,633,177

　権利 1,701,200 　(うち当期活動増減差額) 122,799,738

　ソフトウェア 2,956,331

　退職給付引当資産 149,226,550

　人件費積立資産 290,700,000

　工賃変動積立資産 1,000,000

　自動車リサイクル預託金 103,560

　差入保証金 2,156,000

　施設整備等積立資産 406,654,254

　保育所人件費積立資産 28,000,000

　保育所施設整備積立資産 36,300,000

純資産の部合計 2,335,531,265

資産の部合計 2,775,713,282 負債及び純資産の部合計 2,775,713,282

資産の部 負債の部

純資産の部

協力会会費・寄附金をくださった方々の紹介                                             

≪期間：平成 31 年 4月～令和２年 3月まで（50音順に掲載）≫ 

  赤羽てい子 様、岩田泰子 様、㈱オウルテック 様、大貫明子 様、勝俣幸子 様、 

  勝俣伸一 様、KIZUNA International Zama様、小井戸恵子 様、古塩幸子 様、 

今 壽夫 様、齋藤政子 様、五月女美穂 様、佐藤昭浩 様、塩谷剛之 様、女子学院 様、 

鈴木克政 様、スズキ工芸 佐藤光夫 様、大吉 大和柳橋店 様、長井晶子 様、新倉 豊 様、 

服部信一 様、原瀬克久 様、原瀬光子 様、福祉・医療コンシェルジュ㈱ ㈹取締役小泉あずさ 様、 

藤沢北教会 様、三廻部一義 様、明月堂薬局 様、山田すみ子 様 その他たくさんの匿名の方々 

 施設からの報告 

 〇児童養護施設 唐池学園 

神奈川県共同募金会 様から配分を受け、ホンダステップワゴ

ン（右写真）を購入しました。この車は、子供達の送迎などに大 

切に使用させていただきます。 

 〇障害者支援施設 貴志園 

神奈川県共同募金会 様から配分を受け、トヨタレジアスエ

ース（左写真）を購入しました。この車は、放課後等デイサー

ビスの利用者の送迎などに大切に使用させていただきます。 

 共同募金会とは、赤い羽根をシンボル

とする共同募金を行う社会福祉法人で、

社会福祉法に基づき、都道府県ごとに組

織されています。赤い羽根共同募金は、福祉施設の運営の一部を支えてくれてい

ます。※詳しくは ➡ www.akaihane.or.jpをご覧ください。 

〇児童養護施設 強羅暁の星園 

ヒルトン小田原リゾート＆スパ(総支配人アンドレア

ス ボッテガ)様から、SUZUKIキャリー・物置・家具類・

発電機他の寄附をいただきました。（写真右） 

また、神奈川県

遊技場協同組合・

神奈川福祉事業協

会 様から配分を

受け、日産デイズルークスを購入しました。（写真左） 

各施設では、その他にも物品の寄附やご招待など、たくさんの

ご厚情をいただいております。特に令和 2 年の 4 月以降は、新

型コロナウイルス感染対策として、マスクや消毒液等の寄附をたくさんの方々からいただきました。 

～ 誠にありがとうございました。唐池学園及び各施設一同、感謝申しあげます ～ 
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令和２年度 イベントのお知らせ                   

 

貴志園主催「しらさぎ祭」のご案内 

日時：9月 20日（日曜日）10：00 ～ 15：00 

  会場：貴志園大駐車場とその周辺（綾瀬市吉岡 2381-1） 

 内容（予定）：ステージプログラム（太鼓演舞、大道芸等） 

模擬店（焼き鳥、焼きソバ、フランクフルト、ポップコーン等） 

 プレイスポット（ワークショップ等） 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、今後の状況によってはイベントを中止又は 

内容を変更する可能性があります。詳しくは、施設のホームページをご確認ください。 

  ホームページ：http://www.takashien.jp/ 

 

唐池学園主催「第 47 回 唐池祭」中止のお知らせ 

  令和２年 10月 25日（日曜日）に開催を予定していました「第 47 回唐池祭」は、 

 新型コロナウイルス感染拡大の防止と、参加者および来場者の皆さまの健康と安全の 

確保を最優先に考え、中止とさせていただくことになりました。 

  唐池祭の開催を楽しみにして下さっていた皆さまには、誠に申し訳ございませ 

んが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

  来年の開催を祈念し、また皆さまにお会いできることを楽しみにしております。 

 

【貴志園】 
一服館 【手打ちそば・うどん】℡：0467-76-6206 

営業時間：11：00～15：00 定休日：日曜日・月曜日・祝日 

１階の店内でお食事できます。（テーブル席２６／カウンター席９） 

 

 

 

 

 

 

 

グランドール【パン工房】℡：0467-76-6206 
営業時間：10：00～15：00 定休日：土曜日・日曜日・祝日 

ご予約・配達も承っております!! ※ご注文・ご予約は、毎週月曜日～金曜日（祝日は除く）9:00～16:00

２階のテラス又は室内でお食事できます。 

          

左の写真は、平成 30 年 6 月 8 日にテレビ神奈川

の取材を受けたときのものです。 

役員等名簿（令和２年７月 1日現在） ＊敬称は省略させていただきました。 

 １ 役員 

（１） 理事（７名） 

鶴飼 一晴（理事長）、摩尼 昌子、冨岡 貴生、田中  晃、笹野 つる子、 

佐藤  健、加園 貴代子 

（２） 監事（２名） 

長井 晶子、柏倉  正 

 ２ 評議員（８名）  

手塚 宏子、髙松 邦夫、鈴野  敏、山口 晴一、今  壽夫、 

森谷 充子、古塩 幸子、服部 和子 

 ３ 評議員選任・解任委員（４名） 

長井 晶子、阿部 浩行、鈴木 美恵子、稲垣 美千子 

 ４ 第三者委員（３名） 

守矢 栄美子、天笠 律津子、長谷部 理恵 

 

＜ 編 集 後 記 ＞ 

2020 年は「庚子」の年、始まりの意味を持つ「子」と力強さをイメージする「庚」があわさり、   

大きな変化が生じる 1 年だと言われています。東京オリンピックを心待ちしていましたが、新型コロ

ナウィルス感染症のため延期となり、外出の自粛もあるなど不安もありますが、「よい変化」となるこ

とを願うばかりです。 

たくさんの方々のご協力のもと、無事に今年度の雑品倉庫を発行することができました。 

編集委員に新たなメンバーが加わり、子どもたちや障害のある方の元気な姿をお伝えできればと願

い作成してきました。多くの方に唐池学園の活動を知っていただければ幸いです。 

                         広報・研修委員会 委員長 冨岡 貴生 

 

発 行 者 社会福祉法人唐池学園協力会 

編 集 者 社会福祉法人唐池学園 広報・研修委員会 委員長 冨岡 貴生 

編集委員 梶田 寛人、吉村 真由美、小山 信、金木 亜裕美、三澤 奈津美、今井 美穂、勝俣 浩之 

事 務 局 神奈川県綾瀬市吉岡２３７７番地ロ号 唐池学園内（担当：勝俣 浩之） 

電話：0467-78-0514/080-4897-1867 Fax：0467-76-3006 

E-mail：karaike-honbu@bz04.plala.or.jp 

     URL：https://www.houjin-karaike-g.org/ 

 

※今回の表紙は、ドルカスベビーホームの誕生日会のときに栄養士さんが作ってくれたケーキの写真です。 


